
R2年3月修了プロジェクトレポート発表会プログラム

令和2年1月26日（日）　
会場：田町CIC

時間 学籍番号 学生氏名 指導教員 時間 学籍番号 学生氏名 指導教員

1 10：00　～　10：25 ITサービスのレジリエンスに関する事例研究 16M58661 角田　洋一郎 日髙 比嘉 仙石 1 10：00　～　10：25 病院・診療所と介護施設の連携体制の現状に関する考察 18M52788 工藤 崇幸 後藤 辻本 橋本

2 10：25　～　10：50
医師への健康相談サイトにおける、テキストベースでの

医師・患者間のコミュニケーションに関する考察
17M52621 道越 安章 日髙 仙石 杉原 2 10：25　～　10：50 製造業の開発購買エンジニア育成に関する考察 18M52794  渋谷 真吾 後藤 辻本 橋本

3 10：50　～　11：15
ナノ粒子DDS技術の薬粧応用を通じた社会実装に関する

研究
18M52682 赤井　諭 仙石 藤村 杉原 3 10：50　～　11：15 非テキストコミュニケーションツールが分散チームにおける

信頼構築に与える影響についての分析 18M52860 長嶋 麻里奈 比嘉 中丸 後藤

4 11：15　～　11：40
システム開発におけるUMLモデリングの実態調査およ

びその効果に関する考察
17M52510 友野 裕也 日髙 梶川 西條 4 11：15　～　11：40 日本におけるクラフトビール飲用行動に関する考察 18M52771 岡本 卓真 比嘉 辻本 後藤

5 11：40　～　12：05 製造業のサービス化と研究開発に関する考察 18M52707 伊藤　優樹 日髙 藤村 因幡 5 11：40　～　12：05 新しい医薬品モダリティーとしての核酸医薬の発展の要件 18M52699 石原　和之 仙石 辻本 橋本

6 13：00　～　13：25 電動化時代における内燃機関の存続意義に関する考察 18M52989 渡部 由宜 藤村 後藤 杉原 6 13：00　～　13：25 日本におけるサイバーリスク保険の導入に関する考察 18M52742 驛　昌弥 橋本 日髙 辻本

7 13：25　～　13：50
アーリーステージのベンチャー企業に関するエクイティ

ファイナンス履歴を用いたExit予測の一考察
17M52437 菊池　慶輔 比嘉 藤村 後藤 7 13：25　～　13：50 鉄道における自動運転の導入促進に関する考察 19M52840 馬上　一樹 橋本 日髙 梶川

8 13：50　～　14：15 カップラーメンから見る日本食の特徴 17M58925 山田 峻之介 藤村 比嘉 仙石 8 13：50　～　14：15 エレクトロニクス企業の買収形態（水平/垂直）の違いによ
る技術シナジー特性と買収結果の考察 18M52765 岡本　准 宮崎 辻本 杉原

9 14：15　～　14：40
軍備規制とRMA（軍事における革命）の関係ー旧日本

海軍空母機動部隊の発展過程ー
18M52736 内田 大毅 池上 橋本 仙石 9 14：15　～　14：40 ローン契約における制限条項抵触の兆候に関する実証分析 18M52848 田中 章義 辻本 後藤 杉原

10 14：40　～　15：05
「川崎モデル」における知財ライセンス事業の成立要因

の考察
18M52720 岩永　直樹 仙石 藤村 橋本 10 14：40　～　15：05 生活データと内観データによる未病状態の抽出と行動変容要

因の解析について 18M52802 嶋﨑 幸生 西條 後藤 杉原

11 15：15　～　15：40 制度改革が電力産業の研究開発に与えた影響に関する研
究ーパネルデータを用いた負の二項回帰モデルの応用ー

18M52937 藤田 航平 後藤 中丸 橋本 11 15：15　～　15：40 ITアーキテクトの能力特性に関する考察 18M52825 関　徳昭 日髙 比嘉 辻本

12 15：40　～　16：05 環境経営に及ぼす企業規模の影響の実証分析 18M52908     野田 和也 後藤 橋本 梶川 中村
(特任)

12 15：40　～　16：05 ワインの品質向上において教育・研究機関が果たす役割につ
いての考察 15M45052 角田　久美誉 藤村 辻本 杉原

13 16：05　～　16：30 大企業が購入型クラウドファンディングを利用する目的
についての考察

18M52831 竹内 大樹 比嘉 橋本 後藤 13 16：05　～　16：45 消費者のアニマルウェルフェア畜産物に対する購買意図に関
する研究　牛肉製品、牛乳製品を題材として 18M52972 鷲尾 拓哉 西條 日髙 斎藤 因幡 中丸 進学

14 16：30　～　16：55 最低賃金が生産性に与える影響の分析ー都道府県別デー
タを用いた確率的フロンティア分析の応用ー

18M52950  馬渡 栄嘉 後藤 藤村 橋本 14 16：45　～　17：25 エンタープライズITにおけるクラウド化のアクターへの影響 18M52943 前川　仁史 日髙 辻本 杉原 比嘉 梶川 進学

15 17：25　～　18：05 自動運転社会の実現をめぐる官民連携政策決定過程ーアク
ターネットワーク分析による日独比較ー 18M52966 山田 崇 池上 宮崎 齋藤 　杉原　 妹尾 進学

15 18：15　～　18：25 自動運転社会の実現をめぐる官民連携政策決定過程ーアク
ターネットワーク分析による日独比較ー 18M52966 山田 崇

16 18：25　～　18：35 エンタープライズITにおけるクラウド化のアクターへの影響 18M52943 前川　仁史

17 18：35　～　18：45 消費者のアニマルウェルフェア畜産物に対する購買意図に関
する研究　牛肉製品、牛乳製品を題材として 18M52972 鷲尾 拓哉

発表15分　質疑応答10分(入替時間を含む)
※進学予定者　発表時間25分+質疑応答15分

　研究計画プレゼン1分+質疑応答9分

技術経営専攻

休憩10分

（研究計画プレゼン1分+質疑応
答9分）

審査員

休憩10分

昼休み

審査員
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